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プログラム 
時間 講演内容

9:30 開場、受付開始

10:00-10:15 開会挨拶、来賓挨拶

10:15-10:35 「TIA-nanoの活動報告と今後の展望」
岸輝雄（TIA-nano運営最高会議議長）

10:35-11:05 「新しい社会インフラシステムを支える先端技術」

住川 雅晴（株式会社日立製作所 顧問、株式会社日立プラントテクノロジー 相談役）

11:05-11:35 「TIAへの期待 －エコシステム構築に向けて－」
田原 修一（日本電気株式会社 中央研究所支配人）

11:35-12:05 「TIAにおける高エネルギー加速器研究機構（KEK）」
野村昌治 （高エネルギー加速器研究機構理事）

12:05-13:30 昼休み （12:00-15:30 ポスターセッション 中会議場 ＊コアタイム 12:30-13:30）
※主な研究成果、新規研究プロジェクト、先端研究インフラ、人材育成プログラム等について40
件超の報告および意見交換

13:30-14:00 「TIA-nanoにおけるナノ計測技術革新の可能性」
幅淳二（高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所教授）

14:00-14:30
「オールジャパン協働運営による「つくばイノベーションアリーナ（TIA）連携大学院」の
新たな展開
－人材イノベーションを創出し続ける「目に見える人材育成プラットフォーム」の構築－」
白石賢二（筑波大学数理物質系教授）

14:30-14:50 「TIA-nano知財戦略が目指す方向性」
間中耕治（産業技術総合研究所イノベーション推進本部知的財産部部長）

14:50-15:15 休憩（コーヒーブレイク）

15:15-15:45 「ナノエレクトロニクス研究領域における研究連携の加速」
安田哲二（産業技術総合研究所情報通信・エレクトロニクス分野研究企画室 研究企画室長）

15:45-16:15 「民活型パワーエレクトロニクス研究体TPEC（つくばパワーエレクトロニクスコンステ
レーション）によるパワエレ・オープンイノベーション戦略」

岡田道哉（産業技術総合研究所つくばイノベーションアリーナ推進部審議役）

16:15-16:45 「「TIAナノグリーン」が提案するオープンイノベーションプラットフォーム」
曽根純一（物質・材料研究機構理事）

16:45-17:15 「N-MEMSビジネス化への課題」
前田龍太郎（産業技術総合研究所集積マイクロシステム研究センター研究センター長）

17:15-17:45 「材料の未来を支えるCNT」
村井美宏（技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構（TASC）専務理事）

17:45-17:50 閉会挨拶

（懇親会場へ移動）

18:00-19:30 懇親会（レストラン「アラスカ」パレスサイドビル９階）



 

   

TIA-nano における高エネルギー加速器研究機構 
KEK at TIA-nano 

 
野村 昌治 

Masaharu Nomura 
高エネルギー加速器研究機構 

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)  
e-mail: tia@ml.post.kek.jp 

 
Abstract: KEK joined TIA-nano as a core member in April, 2012. Nowadays, 
synchrotron and neutron become inevitable tools for nanotechnology, energy 
and environmental research.  Through discussions in TIA-nano, KEK will be 
able to accelerate such research.  

 
 高エネルギー加速器研究機構（KEK）は 2012 年４月より、中核機関として TIA nano

に参画した。ＫＥＫは高エネルギー物理学のみならず、加速器から放出される放射光や中

性子(1980 年)等の量子ビームを利用した物質・生命科学研究の先鞭を開いてきている。中

でも放射光施設はフォトンファクトリーの愛称で 1982 年より運転を行っている。 
今日では、放射光や中性子は物質、生命の研究にとって必須のツールと位置付けられる。

取り分け、ナノテクノロジー、エネルギー・環境、構造生物関係の研究にとって、これら

の施設は研究推進のために不可欠なものとなっている。中でも放射光は広く使われて、我

が国でも SPring-8 の稼働(1997 年)後、利用が急速に拡大している。 
世界的には多くの放射光施設の中や近くにナノテクの研究施設が存在し、ナノテク研究

と不可分の施設となっており、素材やデバイスを開発する研究者と放射光を専門とする研

究者が協力して、先進的な研究を展開する体制が整備されている。PF でも 1980 年代に電

機系四社の専用ビームラインが設置される等、学術利用だけでなく、産業利用も活発に進

められてきた。また、TIA を構成する産総研、物材機構、筑波大の研究者による利用研究

も行われていたが、放射光利用研究を専門とする研究者による利用にとどまっていた。TIA
での活動を通して、物質開発、解析と言った専門を異にする研究者の間のコミュニケーシ

ョンが進み、双方の得意技術を生かした研究・技術開発が促進されるものと期待している。 
KEK では放射光だけでなく、検出器開発、加速器開発や関連する加工技術の開発等も行

っており、基礎研究用途だけでなく多様な応用への展開も期待出来る。一方で、加速器制

御の solid state 化を進める観点からはパワーデバイスの開発に対する期待も大きい。 
放射光利用を中心に、近い将来に KEK の出来ること、利用促進のために検討を進めてい

ることの紹介をし、皆様のご意見を伺いたい。 



 

   

TIA-nano におけるナノ計測技術革新の可能性 
Feasibility of innovative instruments and methods at TIA-nano 

 
*1幅 淳二  

*1Junji Haba and 
TIA ナノ計測技術 TF チーム 

Task Force Team for innovative instruments and methods at TIA-nano 
*1High Energy Accelerator Research Organization 

e-mail: junji.haba@kek.jp 
 

Abstract: Task Force Team for innovative instruments and methods has 
discussed about the feasibilities of the innovation of instruments, methods and 
the related techniques in Tsukuba. Here, as the interim report, we report two 
candidates. Those are Medical application of high performance detector system 
and ERL-photon source. It is expected that those will provide innovation on the 
TIA-framework as well as the whole of Tsukuba area.  

 
 科学は「観測」から始まる。それは科学技術イノベーションの起点が「計測」の革新に
あることを意味する。TIA ナノ計測技術タスクフォース・チームでは、加速器を用いた計
測・観測研究の頂点にある KEK が TIA に参加したことを念頭に置き、TIA における「ナ
ノ計測技術」の革新の可能性を検討している。このタスクフォースの会議で現在までに挙
っている候補項目は、高感度検出技術の医学研究への応用と次世代放射光源 ERL の二つで
ある。 
 このうち、高感度検出技術の医学研究については、KEK－筑波大－物材機構－産総研の
TIA-nano 中核４機関の連携によって初めて可能になるもので，医学研究、特に腫瘍や血管
の研究を革新する可能性がある。また、次世代放射光源 ERL については、KEK がその実
証器コンパクト ERL（c−ERL）を建設し開発を行っている。ERL の性能は、従来の放射光
源をはるかに凌駕する。それが「つくば」に実現した時、TIA 機関を始め、「つくば」に存
在する総ての国等の研究機関や民間の研究所の活力を大幅に向上させることができる。今
後、開発・実現に向けて TIA 機関全体の支援と協力が期待される。 
 
高感度検出技術開発と医学研究への応用 

 半導体業界では 90 年代後
半より，Si 層の下に SiO2の
絶縁層を埋め込むことにより
トランジスターを完全に分離
し，低寄生容量化と高速化を
はかる技術 SOI（Silicon- 
On-Insulator）が実用化され，
IBM Power PC,プロセッサ
ーなどハイエンドの用途から
広がりだした。SOI 素子は，
バルク CMOS 素子に比べて
寄生容量が小さく高速・低消
費電力化が望め，アクティブ
領域が数十～数百 nm と薄

くバルクからの影響もないので，一般に放射線耐性が高く，またラッチアップもなく宇宙
環境での使用にも向いている。また摂氏３００度の高温、－２７０度の低温でも動作する
特性も注目されている。 
 KEK 測定器開発プロジェクトでは２００５年よりに，この SOI 技術を利用して絶縁層
下部のシリコンを放射線センサーとし上部 SOI エレクトロニクスと一体化させた世界に例
のないピクセル検出器の開発に乗り出した。図に SOI ピクセルセンサーの概念図を示す。

 
SOI ピクセルセンサーの概念図 



 

   

一体型 SOI センサーが実現できれば，バンプボンディングなどの機械接続が必要でなくな
り，より小面積のピクセルによる高精細画像や、硬 X 線に対する高い検出効率など数々の
特長を持つイメージ装置が実現できる。 
悪性腫瘍の機序解明や各種治療効果、また血管系、血管系疾患の機序解明や各種治療効

果の評価方法として、放射光単色 X 線を用いて開発されてきた微小血管系の形態評価や機
能評価が着目されている。この方法は、従来識別できなかった微小な血管系を放射光単色 X
線によりコントラスト良く描出する方法である。この方法の高精度化、実用化には、適切
な空間分解能、濃度分解能、時間分解能、検出効率、照射面積を持つ X 線検出器が必須で、
まさに、上述の SOI 検出器あるいは更に高度化した新規検出器の開発が望まれる。これが
完成すれば、さらに、標的腫瘍への抗がん剤の集積度に関して画像評価が可能になると考
えられる。 
 
放射光源 ERL（Energy Recovery Linac／エネルギー回収型ライナック） 
 ERLの特徴は、従来の放射光をはるかに上回る高輝度性、短パルス性である。電子銃か
ら入射された電子は超伝導加速空洞で加速され、放射光を出しながらリングを回る。一周
して戻った電子はエネルギーが回収された後に廃棄され、リングには常に新しく高品質の
電子が周回する。 ERLの放射光は、現在の放射光より2〜3桁高い輝度の光を集光した「ナ
ノビーム」である。ナノビームを使うと、極小の世界の反応を、ピンポイントで、反応の
時間を追って調べることができる。また、ナノスケールに特異な構造や電子状態を知り、
制御することは、新しい材料の創成へつながる。 さらに、ERLでは現在の放射光より3桁
短い100フェムト秒（10兆分の1）のパルス幅を実現できる。例えば、植物の光合成のよう
な、これまでは解明が不可能であった超高速に変化する分子構造や電子状態を捉えること
が可能となり、持続可能な社会の実現への貢献が期待される。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高輝度電子銃で生成した電子ビームを加速
し、放射光を発生した後にビームを捨てる。 
ビームを捨てる前にエネルギーを回収する。 

超低エミッタンス・超短パルス 
電子ビームを発生可能 
ERL を用いた共振器型 X 線 

ERL 計画概念図 
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オールジャパン協働運営による 

「つくばイノベーションアリーナ(TIA)連携大学院」の新たな展開 
─人材イノベーションを創出し続ける「目に見える人材育成プラットフォーム」の構築─ 

 
筑波大学 数理物質系 教授 白石 賢二 
Kenji Shiraishi,University of Tsukuba 

e-mail: shiraishi@comas.frsc.tsukuba.ac.jp 

Abstract: The education of next generation human resource is one of the most 
important issues in Tsukuba Innovation Arena (TIA-nano). We aim to establish 
TIA-university-network for the education of next generation leaders by solving 
bottleneck of Japanese education systems such that it suffers from          
the discrepancy from the industrial requirement.  

■はじめに 

政府の新成長戦略に位置付けられた TIA-nanoの理念の 1つに、産学官の連携により、「世

界的拠点に不可欠な大学院教育・産業人材育成の機能を確立し、産学官に開かれた融合拠

点として、産業化と次世代人材の育成を実現すること」を掲げ、それを目指して活動を続

けてきました。この目的を具現化するため、筑波大学は人材育成機能の中核を担うプラッ

トフォームとしての役割を果たすべく「つくばナノテク拠点 産学独連携人材育成プログラ

ム」(平成 22年度～)を展開し、全国の大学に開かれたオープンな教育研究システムの開発

と国内外のネットワーク基盤形成を推進しています。 

■これまでの課題(ボトルネック) 

大学間連携の組織運営のボトルネックとしては、各機関のルールの相違や意思決定シス

テムの多重構造、物理的な制約(分散)、教員の人事システムの硬直化などが挙げられ、常

に、ステークホルダー(学生、産業界、地域)のニーズへの機動的対応が損なわれ、これら

のニーズとの乖離が指摘されています。 

■解決のための処方箋と今後の展開 

これらのボトルネックの解消のために、機関の枠を越えて教員・学生が一堂に結集する

「目に見える人材育成プラットフォーム」となる「TIA連携大学院」を組織として構築し、

「新成長戦略・国家戦略プロジェクト：世界的な産学官集中連携拠点」（TIA-nano）に

おける次世代人材育成を大学改革と一体的かつスピード感をもってダイナミックに展開

することこそが、これらのボトルネックを解消し得る唯一の処方箋と考えます。 

機関の枠を越えて、オールジャパンの強みを集結・協働する
「目に見える人材育成プラットフォーム」

TIA連携大学院
〈TIA-nano専攻(仮称)〉

TIA大学院連携
コンソーシアム
運営協議会

ニーズの共有

成果のフィード

大学改革と
国家戦略プロジェクトを
一体的に推進

教員・学生の
集結による

人材イノベーション
の創出



 

   

TIA-nano 知財戦略が目指す方向性 
Direction of the IP-Strategy for TIA-nano 

 
間中 耕治 

MANAKA Koji 
(独)産業技術総合研究所 知的財産部 

Intellectual Property Division, 
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST) 

e-mail: manaka-koji@aist.go.jp 
 

Abstract: Each TIA-nano project has its rule on intellectual property to 
promote Open-Innovation, but the rule may not work as it is expected. We are 
developing the IP-Strategy for whole TIA-nano and for each Core Research 
Domain. The IP- Strategy for each Core Research Domain will serve as a 
guideline for the projects in the Domain, promoting Open-Innovation by 
companies participating in the projects. The IP-Strategy for whole TIA-nano 
will be to cover new area where conventional projects cannot reach. 
 

 TIA-nano 中期計画では、「ものづくりの強みを補強する要素」として、各研究コアや技

術研究組合で最適化された知財システムを維持しつつ TIA-nano 全体でさらに相乗効果を

もたらす知財システムを構築するとともに、魅力ある無形知識資産を蓄積し、それを有効

に活用できる知財システムに求心力を持たせる戦略を実施することが求められています。 
 一方、TIA-nano の６つの研究コアにおいては、知財戦略及び標準化戦略の必要性を認識

しているものの、具体的な知財戦略及び標準化戦略を策定し、研究コア内及び TIA-nano 全
体でこれらの戦略を共有するには至っていません。 
技術研究組合等による拠点活用プロジェクトでは、プロジェクト内における実施許諾の

申出には原則同意する等の知財取扱規程を整備して、オープンイノベーションの仕組みを

用意していますが、実際には、何らかの理由から組合参加企業が個々にクローズ戦略をと

っている可能性があり、オープンイノベ

ーションの場として機能していないおそ

れがあります。研究コアの知財戦略は、

拠点活用プロジェクトにおける知財戦略

の指針となり、拠点活用プロジェクトに

参加する企業が、それぞれの研究成果に

係る知的財産権や BGIP を互いに活用し

合うオープンイノベーションを促進する

ことが期待されます。 
拠点活用プロジェクトは、個々に独立

して運用されているため、拠点活用プロ

ジェクトを超えた知的財産権の活用とい

った TIA-nano 全体でのシナジー効果は

期待できません。TIA 知財 WG では、各

研究コアの知財戦略及び標準化戦略とと

もに、従来の拠点活用プロジェクトでは

届かない範囲をカバーする TIA-nano 知

財戦略を構築し、TIA-nano 全体がオープ

ンイノベーションの場となる方向性を目

指します。 

 
 
Figure: Coverage of IP-Strategy for TIA-nano 



 

   

ナノエレクトロニクス研究領域における研究連携の加速 
Acceleration of research collaboration in nanoelectronics research domain 

 
安田 哲二 

Testuji Yasuda 
 (独)産業技術総合研究所 

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 
e-mail: yasuda-t@aist.go.jp 

 
Abstract: One of characteristics of semiconductor processing lines at Super 
Clean Room (SCR) is hetero-integration of silicon and nano-materials. Many 
researchers in industry have gathered in Tsukuba and built up new 
collaborations among industry, academia and government. 

 
 ナノエレクトロニクス研究領域における中核研究施設であるスーパークリーンルーム

（SCR）に設置した半導体プロセスラインの特徴と、そこで進めている産学官研究連携の

具体例をいくつか紹介する。 
 SCR の重要な特徴は、シリコンからなる CMOS と新材料（ナノテク材料）との融合を積

極的に推進していることである。Fig. 1 に示すように、汎用装置として、基板口径 100mm
および 300mm の CMOS 標準ラインがあり、専用装置として、材料ごとの製膜・加工装置

群がある。CMOS にとって汚染源である新材料を問題無く取り扱えるよう、プロセス工程

として「BEOL（バックエンド）共通プラットフォーム」が整備されている。標準ラインや

共通プラットフォームを利用することで、研究者は自己の差異化技術に集中することがで

きる。 
 この研究インフラを利用するために、「TIA 拠点活用プロジェクト」の企業研究者が多数

つくばに集結したが、そこから、つくばの研究資産を生かした新たな連携が生まれている。 
 CMOS と新材料デバイスとを組み合わせた回路集積において、研究組合 LEAP のデバイ

ス技術と産総研ナノエレ研究部門の回路設計技術を組み合わせる連携が開始された。新材

料に対応したLSI設計環境は拠点に求められている重要な機能であり、整備を進めていく。 
 グラフェンのデバイス応用では、FIRST 横山 PJ の材料技術と物材機構 MANA のプロセ

ス技術、産総研ナノエレ部門の微細構造評価・加工技術の連携を促進しており、想定外の

デバイス構造へとつながっている。 
 これらの成果の産業化を促進するためには、デバイスを使うアプリケーション領域の技

術者との連携が必須であり、そのための新しい連携を検討していく。 

Figure 1: 100mm/300mm CMOS standard lines and special 
equipments for nano-materials at Super Clean Room (SCR). 
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民活型パワーエレクトロニクス研究体 TPEC 
Tsukuba Power Electronics Constellations (TPEC) 

 
岡田 道哉 

Michiya Okada 
 (独)産業技術総合研究所 

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 
e-mail: michiya.okada@aist.go.jp 

 
Abstract: Tsukuba Power-Electronics Constellations (TPEC) have started on 27 
Apr. 2012 in the power electronics research complex of TIA. More than a 
hundred researchers have joined together from industries, universities, and 
public research institutions. This is an ideal model of putting the new 
innovation model founded on Japan's advanced material and optimizing 
technologies into practice.  

 
TPEC設立の経緯 

TPECは、2012 年 4月に発足したパワーエレクトロニクスに関する日本型オープンイノベ

ーションを推進する研究開発コンソーシアムである。TPEC の設立目的とその基本理念は、

2010 年度に TIA パワーエレクトロニクスＷＧ（委員長 木本恒暢京都大学教授）が、およ

そ 1年間かけて議論して決定した。オープンイノベーションの時代では、「技術で勝って市

場で勝つ」日本の伝統的なイノベーションモデルは通用しなくなった。そのような背景の

下、我が国パワーエレクトロニクス産業の国際優位性を維持・発展させるための手段とし

て、日本の企業風土に適した新しいイノベーションモデルを構築することを目指した。従

って、TPEC の設立目的は、パワーエレクトロニクスに関する我が国産業のイノベーション

力の強化にある。そのために、TPEC は以下の４つを基本理念として設立された。 

 

TPECの基本理念 

①  産業界にとって魅力ある拠点とすること（⇒参加企業がビジネスで勝てること） 

② 我が国のパワーエレクトロニクス人材輩出の場であること 

③ コストシェアの理念に基づく自立した拠点経営とすること 

④ 当面は SiCを対象とするが、中長期的にはパワエレ全体に対象を拡大すること 

 

日本型オープンイノベーション 

 TPEC の設立準備は 2011 年 4月から開始した。震災の影響による遅れもあったが、関係者

のご尽力により当初の計画通り本年４月に発足した。この間、ご賛同戴いた企業とおよそ 1

年間かけて「日本型イノベーション」のあり方について議論を重ねてきた。その結果、TPEC

では、“技術へのこだわりを認める”オープンイノベーションを試みることになった。TPEC

は、我が国を代表する企業 16社のご協力を得て、100名を超える研究者、年間 20億円超の

研究リソースで発足したが、世界の拠点と比較するとまだまだ小規模である。今後も引き

続きご賛同いただける企業を増やしたいと考えている。 

 

人材育成 

 TIA では、2013 年 4 月から筑波大学を核としたパワエレ大学院（仮称）を開講する予定

である。ここでは、TPECと連携した人材育成活動を行う予定である。TPECは人材育成のた

めに毎年一定額の予算を割り当てる方針である。例えば、本年 8 月には第一回 TIA パワエ

レサマースクールを開講するが、参加する学生の旅費、滞在費等は TPECが補助する予定で

ある。全国から約 60 名の学生と約 50名の若手エンジニアが参加する予定である。 



 

   

「TIAナノグリーン」が提案するオープンイノベーションプラットフォーム 
An open innovation platform that “TIA Nano-Green” provides 

 
曽根 純一 

Junichi Sone 
(独)物質・材料研究機構 

National Institute for Materials Science (NIMS) 
e-mail: tia@nims.go.jp 

Abstract: “TIA Nano-Green,” an open innovation platform operated with 
membership system is launched at NIMS in April 2012, having 9 companies as 
its members. In “TIA Nano-Green,” researchers from member companies, 
NIMS, AIST, and Univ. of Tsukuba will have free and vigorous communication, 
conduct generic and fundamental research, and contribute development of 
human resources at the same time. 

 TIA-nano のコア研究領域の一つであるナノグリーンでは、物質・材料研究機構が中心と

なり、既存の拠点活用プロジェクトの他に、環境エネルギー分野における革新技術の創出

を、オープンイノベーション方式で進める事業の準備を進めてまいりました。昨年の秋に、

その構想を公表して以来、NIMS 内部また産総研、筑波大学をはじめとする TIA-nano関係諸

機関と制度について検討を重ね、いよいよ今年４月から企業９社を集めて、会員制オープ

ンイノベーションプラットフォーム「TIAナノグリーン」をスタートしました。 

 「TIAナノグリーン」では、参加企業、NIMS、産総研、筑波大の研究者がオープンな場で、

自由闊達な議論を行いながら、環境・エネルギー分野の将来技術に関わる共通的、基礎的

研究を進め、併せて共同で次世代人材を育成します。 

 発足時には Fig.1 の材料研究を

テーマとしています。具体的には、

電池材料では、in-situ の種々の評

価技術を始め、Li 空気電池の開発、

燃料電池材料のヘテロ界面制御に

よる高性能化、熱エネルギー変換

材料では、熱電変換材料をはじめ熱解析技術を中心とした Thermal Management、省エネ

磁性材料では、三次元アトムプローブ評価技術やスピントロニクス技術の研究を進めてい

ます。 
 今春竣工しました NIMS の NanoGREEN 棟の 5 階には、TIA ナノグリーンの外来研究員の居

室を 3 室設け、すでに企業会員から研究員の方々が次々と派遣されて研究を進めていると

ころです。 
 「TIA ナノグリーン」のもう一つの魅

力は、オープンとクローズドのベストミ

ックスです。「TIAナノグリーン」で新た

に取り組むオープンな研究の他、NIMSで

は、これまでに多くの個別の企業等との

契約に基づく共同研究の実績があります

が、オープンな研究が発展してより実用

化フェーズに近づいた際の新たな形での

クローズド研究を導入する予定です。 

 ナノテクに根ざした環境・エネルギー

の革新技術に向け、NIMSに蓄積されてきた材料基礎・基盤技術、TIA-nanoの誇る最先端設

備とそれを駆使する専門家集団を最大限に活用する、オープンな場での研究を会員の方々

と進めます。 

電気エネルギーフローの制御

熱エネルギーフローの制御

省エネルギー技術

電池材料

熱エネルギー変換材料

省エネルギー磁性材料

Figure 1: Three research themes of TIA Nano Green 

Figure 2: Best mix of open and closed research 



 

   

N-MEMS、ビジネス化への課題 
NMEMS – Key issues for business successes-- 

 
 前田 龍太郎 

Ryutaro Maeda,  
産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター 

UMEMSME/AIST 
Research Center for Ubiquitous MEMS and Micro Engineering 

e-mail: maeda-ryutaro@aist.go.jp  

 
Abstract: Business success of N-MEMS is not so easy for industry because of 
the large investment of facilities and expensive maintenance costs. This is the 
reason why TIA N-MEMS was established for open collaboration among 
industries and academia. The efforts for commercialization of N-MEMS are to 
be described. 

 
 我が国の MEMS は､研究開発では高い水準を有するものの､企業の市場占有率において､

欧米に対し苦戦を強いられている。理由は欧州､米国などに比べ､加速度センサやマイクロ

フォンのような量産品､ビデオプロジェクタ用ミラーアレイのような集積化 MEMS の量産

品で後れをとっているためと言われている。これらは台湾で受託生産されることが多いた

め､台湾にものづくり情報が蓄積されつつあり､今後は中国にその舞台が移る可能性がある。 

一方我が国を振り返ると､大学や公的研究機関では市場にすぐにつながる研究が少ない

ため､国内企業が短期的な市場競争力を持てない状態にある。この原因は､プロジェクト研

究においてすら､学術的な価値の創出に重点をおいたテーマ選定や評価を行っているのも

一因である。MEMS の製造に目を転じてみると､国内企業の MEMS 生産ラインの主役は 6

インチであり､8 インチラインは半導体ラインを転用しているごく少数の企業にすぎず､量

産への対応が遅れていると言わざるを得ない。 

以上の背景から産総研では､MEMS の量産技術における国際競争力を強化するために､つ

くばイノベーションアリーナナノ（TIA-Nano）の NMEMS 事業の一環として､産業界の利用

に供する以下の設備整備を行った。既存の 4 インチ MEMS 試作ラインに加え､平成 21 年の

NEDO プロジェクトで 8 インチの

MEMS 試作ラインを整備した。同年の

補正予算では､12 インチ対応の描画装

置やエッチング装置､接合装置を拡充

し､量産 MEMS や大口径集積化技術の

開発に注力する。23 年度には産学官の

コンソーシアムと一体となり、量産デ

バイスのプロトタイプ試作や一部ベン

チャー企業の少量試作等の要求にこた

えている。                （図 1）MEMS 関連主要装置 



 

   

材料の未来を支えるＣＮＴ 
Aspect of CNT supporting future materials 

 
村井 美宏 

技術研究組合単層ＣＮＴ融合新材料研究開発機構（ＴＡSＣ） 
Technology Research Association for Single Wall Carbon Nanotubes 

e-mail : murai@tasc-nt.or.jp 
 

Abstract: TASC is researching and developing single carbon nanotubes and 
their applications. Herewith the status of our activities are introduced, and the 
aspect of CNT supporting the future materials are mentioned. TASC started 
supplying the samples to the companies. CNT is expected to be used in many 
fields of future materials and goods.   
  

 技術研究組合単層ＣＮＴ融合新材料研究開発機構（ＴＡＳＣ）は、ＮＥＤＯ委託事業で

ある「低炭素社会を実現する革新的カーボンナノチューブ複合材料開発プロジェクト」を、

平成２２年度から平成２６年度までの５年の計画で推進している。 
この２年の基盤研究開発の活動から成果が出てきており、たとえば「eDIPS 法単層ＣＮ

Ｔ合成」、「単層ＣＮＴ金属型・半導体型分離」、｢薄膜トランジスタ｣、「単層ＣＮＴ精密計

測評価」、「導電性ゴム・樹脂」、「熱伝導性ゴム、樹脂」、「温度依存性のない粘弾性材料」、

「ＣＮＴ-CU 複合電子材料」、「ポリマーに分散する技術」、「高熱伝導性複合材料」など産

業界のあらゆる分野に応用可能な技術が多い。 
またナノ材料の普及に当たり重要なのはその安全性に対する情報であり、このため「ナ

ノ材料の安全性に関する簡単で迅速な有害性手法」、「安価で簡便な暴露評価手法の開発」

も合わせて研究開発を進めておりその成果も出てきている。 
 本年度からはこれら成果を基にサンプル提供活動に入り、また応用研究開発に関するＮ

ＥＤＯ助成事業へのサンプル供給も開始している。この活動の中から具体的用途が展開さ

れ、将来の材料、商品に広く応用され、未来の材料を支える素材になることが期待される。 
 これからの将来に向けて応用される可能性のある分野は図１の通りであるが、２０～３

０年後の世界を概観し、予想される具体的応用例を取り上げ、ＣＮＴ素材を基にした産業

創出への道のりについて述べる。 

 
 

Figure 1 : Applications of CNT in many fields of materials and goods
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